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データセット案内 

 

 

 

第1 章 比較政治学の方法と着眼点 （総合） 

○ 政治・社会調査大学連合（ICPSR）ウェブサイト 

ミシガン大学社会調査研究所に設置されている社会科学のデータ・アーカイブ。

ICPSRに加盟している大学（加盟機関の一覧・確認はこちら：

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/membership/administration/institutions）に所

属していれば，ICPSRが提供するデータセットを利用できる。 

→https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/landing.jsp 

 

○ ノルウェー社会科学データサービスのマクロデータ・ガイド 

社会科学の分析のために利用できる，さまざまなマクロデータを紹介しているウェブ

サイト。データ名称のアルファベット順，国，トピックからデータソースを検索できる。 

→http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/index.html 

 

○ 世界銀行の世界開発指標（WDI）データベース 

1960年以降の世界各国の経済・社会・環境に関する 900あまりの指標を提供している

データベースサイト。 

→http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator 

 

○ 多国間時系列データ・アーカイブ 

Arthur Banks らが収集した，1815年以降の世界各国の政治・経済・軍事などに関す

る 196の指標のデータ。ただし，有料。 

→http://www.cntsdata.com/ 

 

 

第2 章 国  家 

（1）教科書で紹介したもの 

○ 国連広報センター   

国連加盟国一覧（加盟年順序） 

→http://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/member_nations/chronologicalorder/ 

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/membership/administration/institutions
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/landing.jsp
http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/index.html
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator
http://www.cntsdata.com/
http://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/member_nations/chronologicalorder/


© 2016, Keiichi Kubo, Kota Suechika, and Yuriko Takahashi. 

3 

 

 

○ 世界銀行  

世界ガバナンス指標 

→http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

 

（2）その他 

○ ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）データベース 

北大西洋条約機構（NATO）加盟国の 1949 年以降，それ以外の世界各国の 1988 年以

降の軍事費支出に関するデータを公開している。その他，2000 年以降の国連およびそれ

以外のアクターによる平和活動，1950 年以降の国際的な武器移転に関するデータ，国連

およびその他のアクターによる武器禁輸措置のデータなども公開している。 

→http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database 

 

 

第3 章 民 主 化 

（1）教科書で紹介したもの 

○ 民主主義－独裁指標（DD指標） 

 →https://sites.google.com/site/joseantoniocheibub/datasets/

democracy-and-dictatorship-revisited 

Cheibub, José Antonio, Jennifer Gandhi, and James Raymond Vreeland 2010, 

“Democracy and Dictatorship Revisited.” Public Choice 143 (2-1): 67-101. 

 

○ フリーダム・ハウス指標（FH指標） 

 →https://freedomhouse.org/report/freedom-world-aggregate-

and-subcategory-scores 

 

○ ポリティ指標 

→http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html 

 

（2）その他 

○ 多様な民主主義（V-Dem）指標 

1990年以降，173カ国の民主主義についての 400の指標を新たに作成。2015年 12月

に公表。 

https://v-dem.net/en/ 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
https://sites.google.com/site/joseantoniocheibub/datasets/democracy-and-dictatorship-revisited
https://sites.google.com/site/joseantoniocheibub/datasets/democracy-and-dictatorship-revisited
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-aggregate-and-subcategory-scores
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-aggregate-and-subcategory-scores
http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
https://v-dem.net/en/


© 2016, Keiichi Kubo, Kota Suechika, and Yuriko Takahashi. 

4 

 

○ 中東・イスラーム諸国の民主化データベース 

中東・イスラーム諸国の政治体制・制度，民主化の経緯，選挙制度と選挙結果，政党制

度と主要政党などに関するデータベース。 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~dbmedm06/me_d13n.html 

 

 

第4 章 民主主義体制の持続 

（1）教科書で紹介したもの 

○ 世界価値観調査（WVS） 

→http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 

 

（2）その他 

○ Global Barometer Surveys 

アジア，アフリカ，中東，ユーラシア，ラテンアメリカにおける共通のフォーマットを

用いた世論調査のウェブサイト。第 1ラウンドの集計データ（55カ国約 8万人の回答デ

ータ）をダウンロードできる。各地域で世論調査を計画・実施するアジア・バロメーター，

アフロ・バロメーター，アラブ・バロメーター，ラティノ・バロメーターのサイトへのリ

ンクも含む。 

→http://www.globalbarometer.net/ 

 

 

第5 章 権威主義体制の持続 

（1）教科書で紹介したもの 

○ Autocratic Regime Data 

→http://sites.psu.edu/dictators/ 

Barbara Geddes, Joseph Wright, and Erica Frantz 2014, “Autocratic Regimes and 

Transitions.” Perspectives on Politics 12(2): 131-331. 

 

（2）その他 

  なし 

 

 

第6 章 内  戦 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~dbmedm06/me_d13n.html
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.globalbarometer.net/
http://sites.psu.edu/dictators/
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（1）教科書で紹介したもの 

○ Correlates of War プロジェクト 

内戦等の紛争に関するデータのほかに，軍事費，兵員数，エネルギー消費，鉄鋼生産，

都市人口，総人口など「国家の能力」を測定するうえで基礎となるデータなども作成・公

開している。 

→http://www.correlatesofwar.org/ 

 

○ UCDPプロジェクト 

武力紛争データのほかにも，外部支援，犠牲者数，紛争終結，和平協定など，紛争に関

連するさまざまなデータを収集し公開している。 

→http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ 

 

○ フィアロンとレイティンの内戦データ 

→http://web.stanford.edu/group/ethnic/publicdata/publicdata.html 

 

○ ウィマーらの「民族権力関係（Ethnic Power Relations, EPR）」データ 

「政治的に重要な民族集団」の国家権力へのアクセス状況に関するデータを作成し，公

開している。 

→http://www.epr.ucla.edu/ 

 

（2）その他 

○ Global Terrorism Database 

1970年から 2014年までのテロ事件 14万件以上に関するデータベース。 

→http://www.epr.ucla.edu/ 

 

 

第7 章 執 政 制 度 

（1）教科書で紹介したもの 

○ ドイルとエルジーの大統領権限データ 

→http://presidential-power.com/ 

 

（2）その他 

○ 世界銀行の政治制度データベース（Database of Political Institutions, DPI） 

1975 年から 2012 年までの執政制度，選挙制度，選挙結果，政治指導者，政権与党な

どに関するデータ。 

http://www.correlatesofwar.org/
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/
http://web.stanford.edu/group/ethnic/publicdata/publicdata.html
http://www.epr.ucla.edu/
http://www.epr.ucla.edu/
http://presidential-power.com/


© 2016, Keiichi Kubo, Kota Suechika, and Yuriko Takahashi. 

6 

 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,cont

entMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html 

 

○ 民主的選挙制度データ 

1946年から 2011年までに世界各国で行われた国政選挙の選挙制度に関するデータ。 

→http://mattgolder.com/elections 

 

○ Comparative Study of Electoral Systems 

1996-2016 年に日本を含む多数の国で行われた，共通の質問項目を含む選挙後のサー

ベイのデータベース。4つのモジュールに分かれて実施されており，モジュールごとにテ

ーマが異なっている。 

→http://www.cses.org/ 

 

 

第8 章 政 党 制 度 

（1）教科書で紹介したもの 

○ Democratic Accountability and Linkages Project 

デューク大学のキッチェルトが率いる，リンケージに関するデータセット。 

→http://sites.duke.edu/democracylinkage/data/ 

 

（2）その他 

○ 中東欧・旧ソ連諸国の選挙データ 

中東欧・旧ソ連の 18カ国における社会主義体制崩壊後のすべての選挙の結果，選挙制

度，政党の概要に関するデータが公開されている。 

→http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/election_europe/index.html 

 

○ Political Database of the Americas  

ジョージタウン大学によるラテンアメリカの政治制度についてのデータベース。 

→http://pdba.georgetown.edu/history.html 

 

○ Comparative Constitution Project (CCP) 

1789年以降，独立国家で制定された成文憲法についてのデータベース。 

→http://comparativeconstitutionsproject.org/download-data/ 

 

 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
http://mattgolder.com/elections
http://www.cses.org/
http://sites.duke.edu/democracylinkage/data/
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/election_europe/index.html
http://pdba.georgetown.edu/history.html
http://comparativeconstitutionsproject.org/download-data/
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第9 章 軍 

（1）教科書で紹介したもの 

○ パウエルのクーデタ・データセット 

→http://www.jonathanmpowell.com/coup-detat-dataset.html 

 

（2）その他 

なし 

 

 

第10 章 社 会 運 動 

（1）教科書で紹介したもの 

○ GDELTプロジェクト 

→http://www.gdeltproject.org/ 

 

（2）その他 

  なし 

 

 

第11 章 民 族 集 団 

（1）教科書で紹介したもの 

○ アレシナらの民族・言語・宗教集団に関するデータ（下記の論文の著者の一人，Romain 

Wacziargのウェブサイト） 

→http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/papersum.html 

Alberto Alesina Arnaud Devleeschauwer, William Easterly, Sergio Kurlat and 

Romain Wacziarg 2003,“Fractionalization,”Journal of Economic Growth, 8(2), 

pp. 155-194. 

 

○ 危険にある少数民族（MAR）プロジェクト 

→http://www.cidcm.umd.edu/mar/ 

 

○ AMAR（all-MAR）プロジェクト 

→http://www.cidcm.umd.edu/mar/amar_project.asp 

 

http://www.jonathanmpowell.com/coup-detat-dataset.html
http://www.gdeltproject.org/
http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/papersum.html
http://www.cidcm.umd.edu/mar/
http://www.cidcm.umd.edu/mar/amar_project.asp
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（2）その他 

  なし 

 

 

第12 章 民主主義の質 

（1）教科書で紹介したもの 

○ Global Integrity Report 

米国の非政府組織（NGO）グローバル・インテグリティが，世界各国の汚職対策につ

いて，専門家の評価に基づいて数値化したデータ・報告書。 

→https://www.globalintegrity.org/research/reports/global-integrity-report/ 

 

（2）その他 

○ トランスペアレンシー・インターナショナル 

汚職，腐敗の撲滅をめざす国際NGOで，世界各国の汚職認識指数を毎年公表している。 

→http://www.transparency.org/research/cpi/overview 

 

○ Homicide Statistics 

国連薬物犯罪事務所（UNODC）が 2000年以降，世界各国の犯罪について集計したデ

ータベース。 

→https://www.unodc.org/gsh/en/data.html 

 

○ 民主主義体制と権威主義体制における国政選挙データ（NELDA） 

イェール大学のハイドとマリノフが作成した，1946 年から 2006 年までの期間，独立

国家で実施された国政選挙の質に関するデータセット。 

→http://hyde.research.yale.edu/nelda/# 

Hyde, Susan D. and Nikolay Marinov 2012, Which Elections Can Be Lost?, Political 

Analysis, 20(2), 191-201. 

 

 

第13 章 新自由主義改革 

（1）教科書で紹介したもの 

なし 

 

（2）その他 

https://www.globalintegrity.org/research/reports/global-integrity-report/
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
https://www.unodc.org/gsh/en/data.html
http://hyde.research.yale.edu/nelda/
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○ Government Finance Indicators 

国際通貨基金（IMF）が，世界各国について各年の経済統計（GDPなど）をデータベ

ース化し，公表している。 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/shortres.aspx?TITLE=government+

finance+statistics+yearbook&auth_ed=&subject=&ser_note=All&datecrit

=During&Lang_F=All&brtype=Date&YEAR=Year&submit=Search 

 

○ 世界開発指標 

世界銀行が，世界各国について各年の社会経済統計をデータベース化し，公表している。 

→http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/shortres.aspx?TITLE=government+finance+statistics+yearbook&auth_ed=&subject=&ser_note=All&datecrit=During&Lang_F=All&brtype=Date&YEAR=Year&submit=Search
http://www.imf.org/external/pubs/cat/shortres.aspx?TITLE=government+finance+statistics+yearbook&auth_ed=&subject=&ser_note=All&datecrit=During&Lang_F=All&brtype=Date&YEAR=Year&submit=Search
http://www.imf.org/external/pubs/cat/shortres.aspx?TITLE=government+finance+statistics+yearbook&auth_ed=&subject=&ser_note=All&datecrit=During&Lang_F=All&brtype=Date&YEAR=Year&submit=Search
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

